２０１７ 年 7 月 月 間 番 組 表
1（土）

2（日）

3（月）

1日（土）～16日（日）

4（火）

5（水）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（木）

7（金）

8（土）

4 第12章
映画『忍びの国』公開記念ナビ
4:50 「三国志 ～趙雲伝～」ダイジェスト
第１章
第５章
第８章
第19章
▽4:50 第20章
5:00 リトルプリンス
5:20 普通じゃない
5:15 起終点駅 ターミナル 5:00 中国歴史ドラマ
5:00 WHO I AM マールー・ファン
5 5:35 Ｘ-コンタクト
5:45 CAVE ケイブ
星の王子さまと私
「三国志 ～趙雲伝～」
・ライン（オランダ／陸上） 5:40 速報！LPGA女子ゴルフツアー
#33
6:00 日本初放送！韓国ドラマ 6:00 リゾーリ＆アイルズ７
6
▽6:00 #34
「ミッシングナイン」のすべて
ザ・ファイナル#5
7:00 日本初放送！韓国ドラマ 7:00 乱気流
7:10 ヒョンビン主演「ジキルとハイド 7:10 ヒョンビン主演「ジキルとハイド 7:10 ヒョンビン主演「ジキルとハイド 7:10 ヒョンビン主演「ジキルとハイドに 7:00 生中継！
7:00 生中継！
7 「ミッシングナイン」のすべて
に恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」#17
に恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」#18
に恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」#19
恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」#20（終）
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー
－タービュランス－
8:10 リゾーリ＆アイルズ７
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
〈ウィスコンシン〉ソーンベリー・
〈ウィスコンシン〉ソーンベリー・
8 ザ・ファイナル#3 8:45 映画『22年目の告白－私が殺人犯です－』ナビ 「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
クリークLPGAクラシック 第１日
クリークLPGAクラシック 第２日
に～」#119▽8:55 #120
に～」#121▽8:55 #122
に～」#123▽8:55 #124
に～」#125▽8:55 #126
▽9:00 #4
9:00 ブラインドスポット２
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
9 9:50 「三国志 ～趙雲伝～」ダイジェスト
9:35 斎藤工×板谷由夏 映画工房 9:35 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:45 エンド・オブ・デイズ 9:45 夏を駆け抜けろ！映画『忍びの国』公開記念ナビ 9:35 チェ・ジウ主演
9:45 マイケル・チャンのテニス塾
タトゥーの女#14
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ 犯罪症 10:00 リクルート
10:00 Love Letter
10:00 ドラマＷ
「キャリーバッグいっぱ 10:00 連続ドラマＷ
10 宮沢賢治の食卓 第二話 候群 Season２ 第３話
いの恋」#15
この街の命に
宮沢賢治の食卓 第三話
▽10:45 #16（終）
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 生中継！
11:00 中国歴史ドラマ
11 「三国志 ～趙雲伝～」 エキサイトマッチスペシャル
11:45 映画『関ヶ原』の全て
「三国志 ～趙雲伝～」
#33
#35
マニー・パッキャオ
0:00 連続ドラマＷ しんがり 0:00 連続ドラマＷ しんがり 0:00 連続ドラマＷ しんがり 0:00 連続ドラマＷ
0:00 連続ドラマＷ
0 ▽0:00 #34
▽0:00 #36
王座防衛戦
～山一證券 最後の聖戦～
～山一證券 最後の聖戦～
～山一證券 最後の聖戦～
本日は、お日柄もよく
本日は、お日柄もよく
第１話
第３話
1:00 「ツイン・ピークス」９時間無料放送#1
WBO世界ウェルター級
第一話
第三話
第五話
1:00 メガヒットレジェンド
1 1:35 ツイン・ピークス
▽1:00 第２話
▽1:00 最終話（終）
▽1:00 第二話
▽1:00 第四話
▽1:00 最終話（終）
タイトルマッチ
サハラ
マニー・パッキャオvs 2:00 プロジェクト・
死の砂漠を脱出せよ
ローラ・パーマー最期の
2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７ 2:00 リーサル・ウェポン
2 ７日間
ジェフ・ホーン
#13
ランウェイ14#11
#7
ザ・ファイナル#4
Season１#15
（終了時間変更の場合あり） 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:15 速報！LPGA女子ゴルフツアー
3
～憎しみの果てに～」#111▽3:40 #112
～憎しみの果てに～」#113▽3:40 #114
～憎しみの果てに～」#115▽3:40 #116
～憎しみの果てに～」#117▽3:40 #118
～憎しみの果てに～」#119▽3:40 #120 3:30 ズートピア
4:00 「ツイン・ピークス」９時間無料放送#2 4:00 メガヒット劇場
4:20 ゴーストバスターズ
4:20 ゴーストバスターズ２ 4:20 ゴーストバスターズ
4:20 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 4:20 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
4 4:15 ツイン・ピークス
4:30 インデペンデンス・
4:30 アカデミー賞への招待
ハドソン川の奇跡
(1984)
(2016)
5:25 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
もうひとつの ローラ・
デイ：リサージェンス
逃亡者(1993)
5 パーマー最期の７日間 5:45 現地発！ウィンブルドンテニス最新情報
5:30 252 生存者あり
6:00 「ツイン・ピークス」９時間無料放送#3 6:10 斎藤工×板谷由夏 映画工房 6:15 アカデミー賞受賞！
6:10 モンスター・ホテル２ 6:20 アングリーバード
6 6:30 ツイン・ピークス 6:30 メガヒットレジェンド
ウォルト・ディズニー 短編
6:45 最新映画情報 週刊Hollywood Express 6:45 EXO NEXT DOOR～私のお隣
さんはEXO～#13▽7:05 #14
アニメーション傑作選
7:15 貞子vs伽椰子
序章
アウトブレイク
7
7:30 ウィンブルドンテニス 7:40 平日夜は最新映画！
7:30 韓国ドラマ
7:45 マイ・インターン
8:15 「ツイン・ピークス」９時間無料放送#4
第１日男女シングルス１回戦
8:00 平日夜は最新映画！
「ミッシングナイン」#1
真田十勇士
8 8:45 ツイン・ピークス 8:45 夏を駆け抜けろ！映画『忍びの国』公開記念ナビ
▽8:40 #2
団地
9:00 錦織圭 世界の頂点へ！ウィンブル
9:00 平日夜は最新映画！
The Return 第１章
9 9:50 「ツイン・ピークス」９時間無料放送#5 ドンテニス開幕直前スペシャル！
9:50 ついに登場！「ツイン・ピークス The Return」
9:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
ハドソン川の奇跡
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ 犯罪症候群 10:00 連続ドラマＷ
10:00 リーサル・ウェポン
10:00 ブラインドスポット２
10:10 ついに登場！「ツイン・ピークス The Return」 10:00 連続ドラマＷ
10 宮沢賢治の食卓 第三話 Season２ 最終話（終）
10:45 マイケル・チャンのテニス塾 10:30 バチカン奇跡調査官#1
宮沢賢治の食卓 第三話
Season１#15
タトゥーの女#14
宮沢賢治の食卓 第四話
11:00 ブラインドスポット２ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 連続ドラマＷ 犯罪症候群 11:00 SUITS／スーツ６
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 ブラインドスポット２
11 タトゥーの女#14
#14
The Return
Season２ 最終話（終）
#8
ザ・ファイナル#5
第13章
タトゥーの女#15
▽11:50 第14章
第１章
0:00 WOWOW×東海テレビ
0:00 リーサル・ウェポン
0:00 日本初放送！韓国ドラマ 0:00 SUITS／スーツ６
0:00 グレイズ・アナトミー13
0:00 連続ドラマＷ
0 共同製作連続ドラマ
▽0:40 第15章
▽0:05 第２章
「ミッシングナイン」のすべて
#14
Season１#14
#8
死の臓器
▽1:10 第３章
▽1:30 第16章
第一話
連続ドラマＷ
1:00 プロジェクト・
1:05 アベンジャーズ・スピンオフドラマ 1:00 ツイン・ピークス
1:00 黒い家(1999)
1 犯罪症候群 Season２ ▽2:15 第４章
▽2:20 第17章
▽1:00 第二話
「エージェント・オブ・シールド３」#1
ランウェイ14#12
第９章
▽3:10 第18章
▽2:00 第三話
第１話▽1:00 第２話
▽1:50 第10章
2:00 ツイン・ピークス 第２章 2:00 ツイン・ピークス
2 ▽2:00 第３話
▽2:40 第11章
▽4:00 第19章
▽3:00 第四話
▽2:50 第３章
第６章
▽3:40 第４章
▽3:30 第12章
▽4:50 第20章
▽2:50 第７章
3:00 世界から猫が消えたなら 3:20 ツイン・ピークス
3:00 ボヴァリー夫人(2014)
3
序章▽4:55 第１章
▽4:30 第５章
▽3:40 第８章
4:45 ツイン・ピークス

9（日）

4:45 夏を駆け抜けろ！

10（月）

4:55 ツイン・ピークス

11（火）

4:30 ツイン・ピークス

12（水）

3:40 ツイン・ピークス

13（木）

4:20 邦楽BREAK

14（金）

3:00 ボヴァリー夫人(2014) 4:00 ツイン・ピークス

15（土）

16（日）

4 死の臓器 最終話（終）
（イラン／アーチェリー）
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー
真紅の捜査ファイル
宮沢賢治の食卓 第四話
メジャー第３戦！
メジャー第３戦！
第２話
5:00 最新映画情報 週刊Hollywood Express 5:15 WHO I AM ダニエル・
5:00 モンキー・ビジネス
5:00 中国歴史ドラマ
メジャー第３戦！
5 5:30 ブラインドスポット２
▽5:15 第３話
ディアス（ブラジル／水泳）
全米女子オープン 第１日
全米女子オープン 第２日
全米女子オープン 第３日
［吹替補完版］
「三国志 ～趙雲伝～」
▽6:05 最終話（終）
#35
6:15 斎藤工×板谷由夏 映画工房
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
タトゥーの女#15
6 6:30 生中継！
▽6:00 #36
6:30 生中継！
6:40 邦楽BREAK
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー 7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7 〈ウィスコンシン〉
〈ウィスコンシン〉
～彼らの願い～#1
～彼らの願い～#2
～彼らの願い～#3
ソーンベリー・クリーク
ソーンベリー・クリーク 8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 リゾーリ＆アイルズ７
8 LPGAクラシック 第３日
LPGAクラシック 最終日
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
ザ・ファイナル#5
に～」#127▽8:55 #128
に～」#129▽8:55 #130
に～」#131▽8:55 #132
に～」#133▽8:55 #134
▽9:00 #6
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
9:00 ブラインドスポット２
9
9:45 アリス・イン・ワンダー 9:45 アリス・イン・ワンダー 9:45 青の炎
9:35 韓国ドラマ
9:55 「連続ドラマＷ アキラとあきら」ミニガイド
タトゥーの女#16
10:00 連続ドラマＷ 犯罪症候群
10:00 連続ドラマＷ
ランド／時間の旅
ランド
「ミッシングナイン」 10:00 連続ドラマＷ
10 Season２ 最終話（終） 10:45 ノンフィクションＷ カメラを持った
#1
宮沢賢治の食卓 第四話
アキラとあきら 第一話
▽10:45 #2
11:00 ファミリーシアター
ミューズ～インド映画撮影監督・中原圭子～
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 ファミリーシアター
11 ONE PIECE(ワンピース) 11:45 アベンジャーズ・スピンオフ 11:45 アベンジャーズ・スピンオフ 11:45 アベンジャーズ・スピンオフ 11:45 アベンジャーズ・スピンオフ
ONE PIECE(ワンピース)
「三国志 ～趙雲伝～」
#37
0:00 ONE PIECE(ワンピース)
ドラマ「エージェント・オブ
ドラマ「エージェント・オブ
ドラマ「エージェント・オブ
ドラマ「エージェント・オブ 0:00 ついに登場！「ツイン・ピークス The Return」
THE MOVIE デッドエンドの冒険
0 ねじまき島の冒険
▽0:00 #38
・シールド３」#1
・シールド３」#4
・シールド３」#7
・シールド３」#10
0:30 アベンジャーズ・スピン
0:45 ONE PIECE(ワンピース)
▽0:30 #2
▽0:30 #5
▽0:30 #8
▽0:30 #11
1:00 ONE PIECE(ワンピース)
オフドラマ「エージェント・オブ 1:00 メガヒットレジェンド
呪われた聖剣
1 珍獣島のチョッパー王国
▽1:15 #3
▽1:15 #9
▽1:15 #12
▽1:15 #6
・シールド３」#13▽1:15 #14
エネミー・ライン
2:00 メガヒット劇場
2:00 プロジェクト・
2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７ 2:00 リーサル・ウェポン
2 シン・ゴジラ
#14
2:55 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 2:30 ONE PIECE(ワンピース)
ランウェイ14#12
#8
ザ・ファイナル#5
Season１#16
3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 沈黙のアフガン
THE MOVIE オマツリ
3
～憎しみの果てに～」#121▽3:40 #122
～憎しみの果てに～」#123▽3:40 #124
～憎しみの果てに～」#125▽3:40 #126
～憎しみの果てに～」#127▽3:40 #128
～憎しみの果てに～」#129▽3:40 #130
男爵と秘密の島
4:10 メガヒットレジェンド 4:20 噂のモーガン夫妻
4:20 素敵なサプライズ ブリュ 4:20 教授のおかしな妄想殺人 4:20 後妻業の女
4:20 アカデミー賞への招待
4:15 フィフス・ウェイブ
4 ミセス・ダウト
ッセルの奇妙な代理店
ブリッジ・オブ・スパイ 4:30 グリーン・ホーネット
〔PG12指定〕
5
6:05 ファインディング・
6:05 ウォーリー
6:00 アーロと少年
6:20 虎影
6:10 I LOVE スヌーピー
6
6:30 ロック・ザ・カスバ！ 6:45 EXO NEXT DOOR～私のお隣さん 6:30 ブラックハット
ドリー
THE PEANUTS
はEXO～#15▽7:05#16（終）
MOVIE
7
7:45 平日夜は最新映画！
7:45 平日夜は最新映画！
7:45 平日夜は最新映画！
7:30 韓国ドラマ
7:40 真田十勇士
8:00 新しい靴を買わなくちゃ
8:20 巨神兵東京に現わる 劇場版
「ミッシングナイン」#3
国選弁護人 ユン・ジン
葛城事件
四月は君の嘘
8
▽8:40 #4
ウォン
〔PG12指定〕
8:40 平日夜は最新映画！
8:50 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
9:00 矢沢永吉 -Life- 完全版
シン・ゴジラ
9
9:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:50 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
9:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー
～スペシャルインタビュー＆ライヴ～
10:00 連続ドラマＷ
10:00 リーサル・ウェポン
10:00 ブラインドスポット２
10:00 連続ドラマＷ
10:00 アニメプレミア
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
10 アキラとあきら 第一話 宮沢賢治の食卓 第四話 Season１#16
バチカン奇跡調査官#1▽10:30 #2
10:55 「連続ドラマＷ アキラとあきら」ミニガイド
宮沢賢治の食卓 最終話（終）
タトゥーの女#15
アキラとあきら 第二話
11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ６
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 テッド２
11:00 ブラインドスポット２ 11:00 ヘイトフル・エイト
11 〔Ｒ15＋指定〕
#15
アキラとあきら 第一話
#9
ザ・ファイナル#6
第21章
タトゥーの女#16
［Ｒ15＋指定版］
▽11:50 第22章
0:00 リーサル・ウェポン
0:00 連続ドラマＷ
0:00 SUITS／スーツ６
0:00 グレイズ・アナトミー13
0:00 トリプル９
0
▽0:40 第23章
#15
Season１#15
アキラとあきら 第一話
#9
裏切りのコード
▽1:30 第24章
〔Ｒ15＋指定〕
1:00 TOO YOUNG
1:00 プロジェクト・ランウェイ14#13 1:10 韓国ドラマ
1:00 連続ドラマＷ
1:00 疑惑のチャンピオン
1 TO DIE！
1:50 WOWOW×日テレ
1:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
「ミッシングナイン」
宮沢賢治の食卓
×Hulu共同製作ドラマ
若くして死ぬ
#1
第一話
2:00 ノンフィクションＷ 乾貴士 そのドリブル 2:00 プロジェクト・
2
▽2:25 #2
▽2:00 第二話
銭形警部
2:45 生中継！LPGA女子ゴルフ 2:30 邦楽BREAK
で未到の領域へ ～スペインで戦う孤高のフットボーラー～
ランウェイ14#13
▽3:00 第三話
3:30 銭形警部 真紅の捜査
ツアー メジャー第３戦！全米女子オー 3:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー メジャー 3:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー メジャー 3:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー メジャー
3:15 愛の嵐
3
3:40 速報！LPGA女子ゴルフツアー
プン 第１日（終了時間変更あり）
第３戦！全米女子オープン 第２日（終了時間変更あり）
第３戦！全米女子オープン 第３日（終了時間変更あり）
第３戦！全米女子オープン 最終日（終了時間変更あり）
ファイル 第１話
4:00 連続ドラマＷ

3:15 愛の嵐

4:25 銭形警部

4:00 WHO I AM ザーラ・ネマティ 4:00 連続ドラマＷ

2:45 生中継！

3:00 生中継！

3:00 生中継！

●［PG － 12 ／ PG12 指定］＝ PG － 12 ／ PG12 指定（小学生以下は助言 ･ 指導が必要）
、
［R － 15 ／ R15+ 指定］＝ R － 15 ／ R15+ 指定（15 歳以上鑑賞可）されたものです。ご鑑賞にあたりましては、保護者の方の適切なご配慮をお願いいたします
●番組開始時間ご確認の際には、日付にご注意ください
●スペースの関係上、一部割愛させていただいた番組があります。ご了承ください

※掲載されている情報は、特記のあるもの以外、すべて 6 月 6 日現在の情報です。

２０１７ 年 7 月 月 間 番 組 表
17（月）

18（火）

19（水）

17日（月）～31日（月）

20（木）

21（金）

28（金）

29（土）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（土）

23（日）

24（月）

4 LPGA女子ゴルフツアー すべて
ローラ・パーマー最期の
「ピウス13世 美しき異端児」 第５章
ザ・ファイナル
放送を休止いたします。
#4
メジャー第３戦！
７日間
5:20 ホーム 宇宙人ブーヴ
5:00 中国歴史ドラマ
5:00 PAN～ネバーランド、
5 全米女子オープン
▽4:50 #5
5:35 ツイン・ピークス
のゆかいな大冒険
「三国志 ～趙雲伝～」 5:30 生中継！LPGA女子
夢のはじまり～
▽5:40 #6
最終日
#37
ゴルフツアー〈オハイオ〉
もうひとつの ローラ・
6 （終了時間変更の場合あり）
▽6:00 #38
パーマー最期の７日間
6:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房
マラソン・クラシック 第１日
6:45 映画『関ヶ原』の全て
（終了時間変更の場合あり） 7:20 斎藤工×板谷由夏 映画工房 7:00 ヒーローマニア－生活－ 7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7
7:45 マイケル・チャンのテニス塾 7:40 夏を駆け抜けろ！映画『忍びの国』公開記念ナビ
～彼らの願い～#4
～彼らの願い～#5
～彼らの願い～#6
～彼らの願い～#7
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017 アニマル・
8:15 韓国ホームドラマ
8
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て
ベビー～野生の成長物語～#1 8:55 今さら聞けない「ツイン・ピークス」ナビ！
「愛の香り～憎しみの果て
に～」#135▽8:55 #136
に～」#137▽8:55 #138
に～」#139▽8:55 #140
に～」#141▽8:55 #142 9:00 リゾーリ＆アイルズ７ 9:00 ブラインドスポット２
に～」#143▽8:55 #144
9 9:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 9:45 オーバー・フェンス 9:45 インシテミル
9:35 バットマン vs
9:35 韓国ドラマ
9:35 斎藤工×板谷由夏 映画工房
ザ・ファイナル#7
タトゥーの女#17
10:00 ダ・ヴィンチ・コード
10:00 連続ドラマＷ
10:00 ファインディング・
７日間のデス・ゲーム
スーパーマン
「ミッシングナイン」 10:00 連続ドラマＷ
10 ［エクステンデッド版］
ジャスティスの誕生
#3
宮沢賢治の食卓 最終話（終）
アキラとあきら 第二話
ニモ
▽10:45 #4
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 ファミリーシアター
11
11:45 アベンジャーズ・スピンオフ 11:45 アベンジャーズ・スピンオフ
ONE PIECE(ワンピース) 11:45 邦楽BREAK
「三国志 ～趙雲伝～」
#39
ドラマ「エージェント・オブ
ドラマ「エージェント・オブ 0:20 「連続ドラマＷ アキラとあきら」ミニガイド 0:00 クリミナル・マインド10
THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 0:00 クリミナル・マインド10
0
▽0:00 #40
・シールド３」#15
・シールド３」#18
0:30 アベンジャーズ・スピン
FBI行動分析課#1
0:40 ONE PIECE(ワンピース)
FBI行動分析課#3
▽0:30 #16
▽0:30 #19
▽1:00 #2
▽1:00 #4
1:00 天使と悪魔
オフドラマ「エージェント・オブ・
1:00 テニス情報番組 テニス太郎#4
エピソード オブ アラバスタ
1 ［エクステンデッド版］
▽1:15 #17
▽1:15 #20
シールド３」#21▽1:15 #22（終）
砂漠の王女と海賊たち
1:30 BBC Earth 2017
2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７ 2:00 リーサル・ウェポン
リラックス・アニマルズ 2:15 マイケル・チャンのテニス塾 2:00 プロジェクト・
2
#15
～魔法のカメラが映す素顔～ 2:30 メガヒット劇場
#9
ザ・ファイナル#6
Season１#17
ランウェイ14#14
#1
3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り
3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り
秘密 THE TOP
3 3:30 メガヒット劇場
～憎しみの果てに～」#131▽3:40 #132
～憎しみの果てに～」#133▽3:40 #134
～憎しみの果てに～」#135▽3:40 #136
～憎しみの果てに～」#137▽3:40 #138
～憎しみの果てに～」#139▽3:40 #140
▽2:30 #2
SECRET
▽3:30 #3
〔PG12指定〕
4:20 パンズ・ラビリンス
4:20 速報！LPGA女子ゴルフツアー
4:20 ミュータント・ニンジャ
インフェルノ(2016) 4:20 死霊館 エンフィールド 4:20 7500
4
▽4:30 #4
4:30 アカデミー賞への招待
・タートルズ：影＜シャ
事件
〔PG-12指定〕
〔PG12指定〕
5:15 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
ドウズ＞
スポットライト
5 5:50 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
世紀のスクープ
5:50 「連続ドラマＷ アキラとあきら」ミニガイド
5:30 BBC Earth 2017 リラックス・アニマルズ 5:30 グランド・イリュージョン
6:00 生中継！
6:00 帰ってきたヒトラー
6:20 エクストラクション
～魔法のカメラが映す素顔～#5（終）
6:20 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
6 X JAPAN WORLD 6:35 セトウツミ
6:45 最新映画情報 週刊Hollywood Express 6:30 「三国志 ～趙雲伝～」ダイジェスト
6:50 劇場版 selector
TOUR 2017
7:10 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#1 7:00 ハドソン川の奇跡
destructed
7 WE ARE X
WIXOSS
7:55 平日夜は最新映画！
7:30 韓国ドラマ
7:30 グランド・イリュージョン
Acoustic Special
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
「ミッシングナイン」#5
見破られたトリック
インフェルノ(2016)
8 Miracle ～奇跡の夜～
▽8:40 #6
8:45 ついに登場！「ツイン・ピークス The Return」
8:30 平日夜は最新映画！
ダーク・プレイス
ヤング・アダルト・
6DAYS
〔PG12指定〕
ニューヨーク
9:00 ツイン・ピークス
ジェームス・ブラウン
9 （終了時間変更の場合あり）
～最高の魂（ソウル）
9:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
The Return 第１章
を持つ男～
10:00 リーサル・ウェポン
10:00 ブラインドスポット２ 10:00 連続ドラマＷ
10:00 アニメプレミア
10:10 BBC Earth ワイルド・ニュー 10:00 連続ドラマＷ
10
バチカン奇跡調査官#2▽10:30 #3
〔PG12指定〕
宮沢賢治の食卓 最終話（終）
ジーランド～美しき野生の楽園～#1
Season１#17
タトゥーの女#16
アキラとあきら 第三話
11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ６
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 ブラインドスポット２ 11:00 ジュード・ロウ主演
11:00 連続ドラマＷ
11 アキラとあきら 第二話 #10
#16
ザ・ファイナル#7
第25章
タトゥーの女#17
「ピウス13世 美しき
アキラとあきら 第三話
▽11:50 第26章
異端児」
0:00 リーサル・ウェポン
0:00 クリミナル・マインド10 0:00 SUITS／スーツ６
0:00 グレイズ・アナトミー13
0:00 ジュード・ロウ主演
0:00 リーサル・ウェポン
0 Season１#16
▽0:40 第27章
第６章
FBI行動分析課#1
#16
#10
「ピウス13世 美しき
Season１#17
▽1:30 第28章
▽0:00 第７章
異端児」
1:00 プロジェクト・ランウェイ14#14 1:00 バチカン奇跡調査官#1 1:00 放送機器の点検・保守 1:00 フーディーニ
1:00 プロジェクト・
1 1:50 連続ドラマＷ
▽2:20 第29章（終）
▽1:00 第８章
第１章
1:30 リゾーリ＆アイルズ７
のため、放送を休止い
幻想に生きた奇術師
ランウェイ14#15
▽2:00 第９章
▽1:00 第２章
たします。
前編
宮沢賢治の食卓 最終話（終）
2:00 沈黙の帝王
ザ・ファイナル
2 2:50 リリイ・シュシュの
▽2:00 第３章
▽3:00 第10章（終）
▽2:30 後編
#1
▽3:00 第４章
▽2:20 #2
3:15 ツイン・ピークス ローラ
すべて
3
▽3:10 #3
3:30 沈黙の銃弾
・パーマー最期の７日間
3:00 生中継！

25（火）

2:50 リリイ・シュシュの

26（水）

4:00 リゾーリ＆アイルズ７ 1:00 放送機器の点検・保守のため、 4:00 コブラ

27（木）

3:15 ツイン・ピークス

30（日）

4:00 ジュード・ロウ主演

4:00 トロイ

31（月）

4
4:50 今秋シーズン2スタート！WHO I AM 4:45 洋楽BREAK
部屋売ります
〔Ｒ15＋指定相当〕
ベンガジの秘密の兵士
5:00 マネーモンスター
5:00 幸せをつかむ歌
5:00 中国歴史ドラマ
5:00 コードネーム
5:00 花とアリス
5 〔PG12指定〕
「三国志 ～趙雲伝～」
U.N.C.L.E.
#39
6 6:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー 6:45 夏を駆け抜けろ！映画『忍びの国』公開記念ナビ ▽6:00 #40
6:35 SPY／スパイ
6:30 洋楽BREAK
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7 ～彼らの願い～#8
7:30 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
～彼らの願い～#9
～彼らの願い～#10
～彼らの願い～#11
～彼らの願い～#12
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ「愛の香り～憎しみの果てに～」 最終話（終） 8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017 アニマル・
8:15 韓国ホームドラマ
8 「愛の香り～憎しみの果て
「愛の香り～憎しみの果て 8:55 ノンフィクションＷ 独立系映画が映す
「月桂樹洋服店の紳士たち～
ベビー～野生の成長物語～#2 8:45 「三国志 ～趙雲伝～」ダイジェスト
「月桂樹洋服店の紳士たち
に～」#145▽8:55 #146
に～」#147▽8:55 #148
恋はオーダーメイド！～」#1 9:00 リゾーリ＆アイルズ７ 9:00 ブラインドスポット２
～恋はオーダーメイド！～」#2
中国 ～女性監督ホアン・ジーの闘い～
9 9:35 邦楽BREAK
9:35 オデッセイ
9:45 HiGH&LOW
9:35 韓国ドラマ
9:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房
ザ・ファイナル#8
タトゥーの女#18
10:00 ファインディング・
10:00 ハンター(1980)
THE MOVIE
「ミッシングナイン」 10:00 ノンフィクションＷ ワガノワ 名門バレエ 10:00 連続ドラマＷ
10 ドリー
#5
学校の秘密 ～くるみ割り人形への110日～
アキラとあきら 第三話
［吹替補完版］
▽10:45 #6
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 ファミリーシアター
11 11:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
ONE PIECE(ワンピース) 11:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
「三国志 ～趙雲伝～」
#41
0:00 クリミナル・マインド10 0:00 クリミナル・マインド10 0:00 クリミナル・マインド10 0:00 クリミナル・マインド10
エピソード オブ チョッパー 0:00 クリミナル・マインド10
0 FBI行動分析課#5
▽0:00 #42
FBI行動分析課#7
FBI行動分析課#9
FBI行動分析課#11
プラス 冬に咲く、奇跡の桜
FBI行動分析課#13
▽1:00 #6
▽1:00 #14
▽1:00 #8
▽1:00 #10
▽1:00 #12
1:00 WOWOWプレミア
1:00 ONE PIECE FILM
1
刑事モース
STRONG WORLD
(ワンピース フィルム 2:00 プロジェクト・
2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７ 2:00 リーサル・ウェポン
～オックスフォード事件簿～
2 #10
ストロングワールド)
#16
Case 14
ランウェイ14#15
ザ・ファイナル#7
Season１#18（終）
▽2:45 Case 15
3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り
3:00 ONE PIECE(ワンピース) 3:00 韓国ホームドラマ「愛の香り～憎しみの果てに～」 最終話（終）
3 ～憎しみの果てに～」#141▽3:40 #142 ～憎しみの果てに～」#143▽3:40 #144 ～憎しみの果てに～」#145▽3:40 #146 ～憎しみの果てに～」#147▽3:40 #148
3:40 ノンフィクションＷ
－麦わらチェイス－
4:20 ターザン：REBORN 4:20 X－MEN：アポカリプス 4:20 シビル・ウォー／
4:20 速報！LPGA女子ゴルフツアー
4:00 メガヒット劇場
仲代達矢 いざ、最後の舞台へ
4
4:30 セーラー服と機関銃
キャプテン・アメリカ 4:30 アカデミー賞への招待 4:30 プラダを着た悪魔
ジャングル・ブック
（2016）
リバー・ランズ・スルー
5
・イット
6:20 「連続ドラマＷ アキラとあきら」ミニガイド
6:00 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
6 6:30 ポカホンタス
6:50 四月物語
6:45 最新映画情報 週刊Hollywood Express 6:30 スーサイド・スクワッド 6:30 BFG：ビッグ・フレン 6:30 セーラー服と機関銃
7:00 夏を駆け抜けろ！映画『忍びの国』公開記念ナビ 7:10 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#2
－卒業－
ドリー・ジャイアント
7
〔PG12指定〕
7:20 平日夜は最新映画！
7:30 韓国ドラマ
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
「ミッシングナイン」#7
秘密 THE TOP
8 スキャナー
▽8:40 #8
SECRET
8:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー 8:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー 8:40 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
シークレット・アイズ
〔PG12指定〕
記憶のカケラをよむ男
9:00 ツイン・ピークス
9:00 ノンフィクションＷ 少年たちが“リトル・ダンサー”に 9:00 平日夜は最新映画！
9
なる瞬間 ～日本版 ミュージカル「ビリー・エリオット」～
The Return 第２章
グースバンプス
モンスターと秘密の書
10:00 リーサル・ウェポン
10:00 ブラインドスポット２ 10:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー〈スコットランド〉 10:00 アニメプレミア
10:05 BBC Earth ワイルド・ニュー 10:00 連続ドラマＷ
10 Season１#18（終）
バチカン奇跡調査官#3▽10:30 #4
アバディーン・アセット・マネジメント・スコットランド女子オープン 第１日
ジーランド～美しき野生の楽園～#2
タトゥーの女#17
アキラとあきら 第四話
11:00 SUITS／スーツ６
11:00 連続ドラマＷ
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 ブラインドスポット２ 11:00 日本で一番悪い奴ら
11 #11
#17
アキラとあきら 第四話
ザ・ファイナル#8
The Return 第１章
タトゥーの女#18
〔Ｒ15＋指定〕
0:00 ツイン・ピークス
0:00 リーサル・ウェポン
0:00 SUITS／スーツ６
0:00 グレイズ・アナトミー13 0:10 ソーセージ・パーティー 0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#4
0 The Return 第１章
#17
〔Ｒ15＋指定〕
0:30 デッドプール
Season１#18（終）
#11
1:10 サラマンダー
1:00 ツイン・ピークス
1:00 ブラック・スキャンダル
1:25 韓国ドラマ「ミッシングナイン」ダイジェスト 1:00 プロジェクト・
〔Ｒ15＋指定〕
1
〔Ｒ15＋指定〕
1:50 今さら聞けない「ツイン・ピークス」ナビ！
1:30 さよなら歌舞伎町
The Return 第１章
ランウェイ14#16
2:15 レジェンド
2:00 ノンフィクションＷ ラストダンス
2:00 ボーダーライン
〔Ｒ15＋指定〕
2
inボリショイ ～岩田守弘 終わらぬ夢～ 2:30 グランドフィナーレ
〔Ｒ15＋指定〕
狂気の美学
〔Ｒ15＋指定〕
3:00 ダーティー・コップ
3:15 ニューヨーク 眺めのいい 3:00 罠－少女の誘惑－
〔Ｒ15＋指定〕
3 〔Ｒ15＋指定〕
部屋売ります
3:55 映画『関ヶ原』の全て
〔Ｒ15＋指定相当〕
3:30 沈黙の銃弾

4:45 映画『関ヶ原』の全て 4:30 邦楽BREAK

3:15 ニューヨーク 眺めのいい 3:00 罠－少女の誘惑－

4:45 選挙の勝ち方教えます 4:00 13時間

●［PG － 12 ／ PG12 指定］＝ PG － 12 ／ PG12 指定（小学生以下は助言 ･ 指導が必要）
、
［R － 15 ／ R15+ 指定］＝ R － 15 ／ R15+ 指定（15 歳以上鑑賞可）されたものです。ご鑑賞にあたりましては、保護者の方の適切なご配慮をお願いいたします
●番組開始時間ご確認の際には、日付にご注意ください
●スペースの関係上、一部割愛させていただいた番組があります。ご了承ください

※掲載されている情報は、特記のあるもの以外、すべて 6 月 6 日現在の情報です。

